
キングオブクラフト、箕面ビール

TM

FREE SPOT

Miso is Japanese traditional spice, also helps for health and beauty.  We make you happy delicious rah-men and Japanese Schwarz beer!! Enjoy eating, drinking like Pub!!

ID mitsuka-spot / PASS mitsukabose We accept credit cards.

TAKE FREE
みつか坊主公式WEBサイト

味噌って楽しい。味噌って不思議。

日本の夏。らーめんの夏。

Printed in July,2019
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ビールとの相性最高KAKUNI

箕面ビールの代名詞 STOUT 黒ビールでゆっく り煮込んだ
ホロホロ角煮です。ハーフポンドは、２～３名様向き、１
ポンドは、４名様以上向きです。
※煮たまごなしは－１２０円

STOUT 角煮 煮たまご入り
Pork stewed with STOUT
 (With seasoned boiled egg)

"Pork stewed with STOUT(Osaka craft beer) It's soft and 
rich. Enjoy it with BEER!!
half pond: best for 2-3 people
one pond: best for more than 4 people
*Without egg, ¥120 off

¥1,100 ¥1,820
ハーフポンド 1 ポンド

甲州味噌・やまご味噌と、
箕面ビールで味付けた特製の唐揚げ。

みつかの本気の唐揚げ
Fried chicken

Fried chicken seasoned with Miso and Beer.

¥300
2 ケ

¥450
4 ケ

衣はカリカリ、中ジューシー。

みつか坊主の煮卵と手作りマヨネー
ズで作りました。ブラックペッパー
をガリガリっとかけて。

自家製ポテトサラダ
Potato salad

Homemade mayonnaise and Mitsuka’s 
seasoned boiled egg potato salad.

¥450

Draft Beer
お馴染み、樽出しの生ビール。

ドラフトビール

A familiar style, barrel draft beer.

Real Ale
樽内で二次発酵させたイギリス
の伝統的な製法のビールです。
炭酸はほとんどなく、ハンドポ
ンプでサービングしたクリー
ミーな泡と、まろやかな口当た
りが楽しめます。

リアルエール

It is traditional style beer of 
UK pub, matured by secondary 
fermentation in the barrel from 
which it is dispensed, and served 
without the use of extraneous 
carbon dioxide.You can enjoy 
creamy foam and a mellow 
mouthfeel.

UKP 635ml

1/2UK 315ml ¥680
¥980Minoh Beer&Draft Beer

箕面ビール・生　

ボトルビール

華やかな香りと心地良い苦味、キ
レの良い喉越しはどんな場面でも
飲んで楽しい定番エールです。

ペールエール
PALE ALE

爽やかな香りと低温で長期間熟成
した、すっきりとした最もポピュ
ラーなラガービールです。

ピルスナー
PILSNER

チョコレートやコーヒーを思わせる
香りと、クリーミーな飲み口が特徴
的なブラックエールです。

スタウト
STOUT

バナナやグローブを思わせるフ
ルーティーな香り。何杯でも飲み
たくなる優しいビールです。

ヴァイツェン
WEIZEN

通常の 2.5 倍の麦芽とポップで仕込
んだ、リッチな味わいのアルコール
9% のストロングエールです。

ダブル アイピーエー
W-IPA

その時々の季節や特別な時期に限
定的に作られるビールです。詳し
くはスタッフまで。

シーズナル
SEASONAL

Floral and pleasantly bitter, 
with a crisp finish. A staple 
ale that goes well with 
anything.

Our most popular lager. 
Stays cool and has a 
refreshing aroma.

Dark ale, characterised by it’s 
chocolatey notes, coffee-like 
aroma and creamy texture.

It’s fruity aroma gives of 
hints of banana and cloves. 
The gentle flavour makes it 
easy to drink.

A strong ale with 9% alcohol 
and 2.5 times more malt and 
hops than normal beer.

We have a rotating stock 
of beers that change from 
season to season, please ask 
staff for details.

本日のボトルビール
Today's Bottle Beer

¥700
330ml

各
330ml

シーズナルビール
Seasonal Bottle Beer

¥800
スタッフおすすめの

箕面ビールにぴったりな
ペアリングをご紹介！

華やか香りには
「燻製紅鮭」が

GOOD ！
すっきり

ラガーには
「唐揚げ」が

マスト

女子受け
抜群ペアは

「ポテトサラダ」

リッチな味わいと
「焦がし味噌」に

アーメン

Minoh City in Osaka prefecture  has big nature and beautiful waterfall where many monkeys lives.
Minoh beer is craft beer brewery .They use good materials, and while keeping close contact with the community aroud brewery, 
and enjoy the four seasons in japan.It's not special, it's a daily beer.
Seasonal beers  and monkeys illustrations in bottles are one of the pleasures for us.
They has some pubs  in osaka,you can enjoy a lot of beer.

大阪府にある箕面市は自然豊かで、たくさんのサルが暮らす美しい滝のある地域です。
箕面ビールは原料にこだわる醸造所であり、地域の人々と密着し、四季を楽しみながら、クラフトビールをつくっています。
季節ごとのシーズナルビールや、ボトルのかわいい猿のイラストも私たちを楽しませてくれるひとつです。
大阪にある彼らのお店 ware house などでは、たくさんのクラフトビールが楽しめます。

「それは特別ではなく、日常のビールであること」
箕面ビールについて｜ About Minoh Beer

https://www.minoh-beer.jp

Bottle Beer

　香川県にある小豆島には瀬戸内の豊かな土地で実る
レモンや金柑など数々の果物があります。しかし、島
では畑で実った果実を昇格する若い手が足りず、その
まま放置されるケースも少なくないのです。そんな野良
化した無農薬果実たちを木のオーナーに代わって、買
い手が直接収穫し、市場よりも少し安く分けて頂く、生
産者にも買い手にも優しい取り組みが始まりました。
今年の夏はそんな採れたてのフレッシュな小豆島産無
農薬野良レモンで、「箕面ビール」×　「みつか坊主」　
×「小豆島空き樹バンク」のコラボ野良レモンビール
ができあがりました。

What is The bank of Vacant trees?

Shodoshima is a one island  in Kagawa Prefecture that sea 
side SETO area.  They has many fruits, including lemon 
and orange.However, in many cases, the island lacks 
young hands to promote the fruits of its fields and is left 
unattended.It has started to be a gentle approach to both 
producers and buyers, where buyers can directly harvest 
these unrefined agricultural products on behalf of tree 
owners and share them a little cheaper than the market.
Minoh Beer ＆ Mitsuka Bose ＆ The Bank of Vacant trees

2019 Summer /Best collaboration!
Shoudo Island Wild organic remon Beer

小豆島空き樹バンクって？

UKP 635ml
UK 315ml ¥680

¥980

最終ページにアレルギー特定原材料を確認できる QR コードを用意しております。

SEA
SO
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こっくり
深みの味わいには

「角煮」をチョイス



みつか坊主はお味噌を通じて、人と地域を醸します。

蒸し鶏

５色の炒り豆Roasted Beans SAKE 農醸一貫造り、秋鹿

本日の秋鹿

純米酒 各種

熟成酒

¥500
¥600

¥800

90ml 1/2合Japanese Sake

たまに限定酒アリ

お得な秋鹿
飲み比セット ¥1,200
迷ったら！
お猪口で 3 種＋お好きな一杯グラスで、どうぞ！

Wondering which one to choose?
Then we recommend the AKISHIKA trial set.
3 kinds (in a Sake cup) ＋ one glass of the 
one you liked best

Staff  Recommend

店舗一愉快なこてっちゃんがオススメする
ラーメンは焦がし味噌北海道発酵バター
入り！通称アレ！パンチの効いたお味噌と
オイルが堪らんのや〜！これぞ味噌ラーメ
ン界のマイクタイソンや〜！みつかの本気
の唐揚げとの相性抜群さらに箕面ビールと
一緒なら最高に幸せなんだな〜

みつか坊主スタッフおすすめメニュー！

In TOYONO,  northernmost town of Osaka 
Prefecture, they are particular about rice 
production to make perfect sake. The sake 
brewery in which only pure rice sake is made by 
a method using no alcohol for brewing.

Today's Sake

Aged Sake

Sake made without added alcohol or sugar.

CRAFTピクルス
¥380CRAFT Pickles

シトラホップ、コリアンダー、オレンジ
ピール入りの自家製ピクルス！持ち帰り
できます。

色とりどりの夏野菜を、海老の香りたっぷりの海老味噌に
ディップして。クセになる味です。

甘辛い豚肉入りあぶら味噌。
沖縄の郷土料理アンダンスーのみつかアレンジ。ご飯もお酒もすすみます～。

Vegetables pickled with malt vinegar, hop, 
coriander, orange peel.Take out OK!!

Shrimp Miso dip with colorful summer 
vegetables. It’s full of shrimp flavor.

This recipe is inspired by Andasu, a local dish of Okinawa.

ネギチャーシュー
Bakedpork with Green onion

アンダンスー
Fried mixture of minced pork and miso

自家製燻製鮭
Smoked sockeye salmon

パプリカ、オクラ、ゴーヤ、トマトなど、夏らしい野菜をかあちゃん味噌と共に。
※お野菜にはチーズがかかっています。 仕入れにより入れ替えもございます。夏の盛り合わせ
Bell peppers, Okras,  Bitter melons, Tomatoes. Summer vegetables matches
with savory miso and baked cheese.

¥500

SEASONS
Vegetables Dish
お酒の肴にもおすすめ

Shrimp Miso dips
海老味噌ディップ

白大豆、青大豆、赤大豆、黒大豆、小豆入り。
ぽりぽり香ばしくって懐かしい味。

Five kinds of Roasted beans
with the raw ingredients.

大阪最北端の能勢町で、完璧な酒造りを行うため米づくりにこだわり、
醸造用アルコールを一切使用しない純米蔵。

ソフトドリンクSOFT Drink

瓶コーラ

オレンジジュース

能勢ミネラル・スパークリング・ウォーター　

フジワラルーツファームの 100%りんごジュース

¥380

¥380

¥380

¥500

Coke

Orange Juice　

Osaka Sparkling Water

100% Apple juice Fujiwara Farm　

¥280
¥550

¥450

日本人にお馴染み塩紅鮭を、お店で燻製しました。
ビールにも日本酒にも最高のおつまみ。

¥600

Vegetables pickled with malt vinegar, hop, 
coriander, orange peel.Take out OK!!

みつか坊主自慢の厚切りチャーシューをこんがり炙って、特
製ダレを絡めたネギをどっさりのせました。

じっくり蒸したしっとりな鶏に、
手作りタルタルソースをかけました。

Mitsuka's thick sliced baked pork and plenty of green onions 
seasoned with vineger and soy sauce.

Steamed chicken with homemade tartar sauce.

Steamed Chicken
with Tartar sauce

¥280

蒸し鶏

¥650

スープ：京都の白味噌ベース ( 石野味噌・上撰 ) 
麺：小麦の甘さが引き立つ中細麺

Soup:White Miso from Kyoto.
Noodle :Medium thin noodle with sweetness of wheat.

ビーガン京都 ¥1,200
VEGAN Kyoto

香ばしいフライドオニオン Savory fried onion

スープ：京都の白味噌と野菜のポタージュ ( 石野 味噌・上撰 )
麺：香りのよい国産小麦を配 合モチモチ中細麺

Soup:White miso from Kyoto and creamy vegetable potage.
Noodle :Made from savory Japanese wheat. Medium thin noodle.

ビーガン 野菜 ¥1,200
VEGAN Vegetables

12 種類の野菜 12 kinds of vegetables

スープ：愛知の赤味噌をブレンド
( 中定商店・宝山 味噌、伊藤商店・伝右衛門味噌 )
麺：香りのよい国産小麦を配合モチモチ中太麺

Soup:Red Miso from Aichi is blended.
Noodle :Made from savory Japanese wheat. Medium bold noodle.

ビーガン東海 ¥1,200VEGAN Tokai
4 種の香味野菜 4 kinds of potherbs

スープ：大阪・豊能のかあちゃん味噌 ( 夢工房 )
麺：香りのよい国産小麦を配 合モチモチ中細麺

Soup:  "KA-CHAN Miso"from Toyono district,Osaka.
Noodle :Made from savory Japanese wheat. 
Medium thin noodle.

ビーガン大阪 ¥1,200
VEGAN Osaka

さっぱり大根おろし Grated Japanese radish

スープ：韓国の甘辛いお味噌と数種類の国産味噌の秘伝ブレンド
麺：香りのよい国産小麦を配合モチモチ中太麺

Soup:A special secret blend of Korean sweet, 
spicy miso and various kinds of Japanese miso.
Noodle :Made from savory Japanese wheat. Medium bold noodle.

ビーガン鶴橋 ¥1,200
VEGAN Tsuruhashi

らーめんといえば板海苔 Ramen is about seaweed

アレルギー、宗教上、健康面、動物愛護などの理念、色々な理由で動物性の物が

食べられない方。みんなに味噌ラーメンを食べて貰いたい。そんな想いで出来た

のが、みつかのビーガンラーメンです。ご提供にはお時間がかかります。

アレルギーをお持ちの方はスタッフへお知らせ下さい。
If you are allergic, please let us know.

グルテンフリー麺に
変更できます！+ ¥250

We can change noodles
to gluten-free for ¥250.

Creamy
クリーミー

Sweet
やさしい甘み

Rich
コク旨み！

Clear
あっさり !

Spicy
辛い ! でも甘い

山
口

納
豆のひろうす　Fried Tofu with mix vege.　　

　
お

ふ
  Baked w

heat gluten.



いつかはぜんぶ。食べたい

迷ったらまずはコレ。
ブレない、みつかの定番

SPECIAL Ramen

TOPPING

BASIC
Ramen

じゃがいもの冷製ポタージュスープ・ヴィシソワーズを、みつか坊主らしくお味
噌でアレンジしました。やさしい甘味の京都・西京味噌と豆乳でクリーミーに仕
立てたスープに、涼しげな夏野菜のテリーヌと蒸し鶏を添えて。大葉とキュウリ
のグリーンソースでより爽やかに。小麦の風味豊かな平打ち麺でどうぞ。

冷製味噌ソワーズ
Miso-Soise Ramen 
(Served Cold)

That is big collaboration between Miso, traditional spice in Japan and Vichyssoise, 
traditional potato soup served cold in France. The soup of this Ramen is made of 
Soy-milk and White Miso from Kyoto. We use flat-type noodles for this Ramen, 
put a piece of terrine made with vegetables in summer and steamed chicken on it, 
and dress it with green sauce made with a beefsteak plant and cucumber.

池村製麺さん特製の平打ち麺

¥1,280

野菜の甘みがトロトロ溶け込んだ、京都の白味噌仕立てのあっ 
たか ~ いポタージュスープにパプリカ、オクラ、ゴーヤ、トマ
トなどなど、夏らしい野菜をたっぷりトッピングしました。
※蒸し鶏なしは－１８０円

夏の野菜の味噌らーめん 蒸し鶏のせ
Vegetables MISO (With Steamed Chicken)

This ramen is made from 12 kinds of vegetables and miso. 
Enjoy the creamy soup and food texture of Summer Vegetables.
*Without Chickens, ¥180 off

¥1,380

国産小麦配合の中細麺

北海道スタイルの旨みたっぷりのスープに、あっつあつの焦がしオイ
ルを白髪ねぎの上からかけてジューっと香ばしく仕上げました。こっ
くり発酵バターを溶かしながらどうぞ。※バターなしは－１２０円

焦がし味噌北海道
発酵バター入り
Fried MISO "HOKKAIDO" (With Fermented Butter)

This kind of miso ramen is famous in HOKKAIDO.It has green onion 
baked with hot oil. The taste is strong and thick. We recommended 
butter topping. Enjoy the change in soup as the butter melts.
*Without Butters, ¥120 off

¥1,100

５種類小麦の中太麺

地元・大阪豊能の、米麹をたっぷり使った「かあちゃん味噌」のらー
め ん。実家のお母さんの味噌汁を思い出すしみじみと優しいスープに、
同じく豊能町で昔ながらの製法で作られた山口納豆をのせて。
※納豆なしは－２２０円

ご当地味噌おおさか
山口納豆のせ
Osaka MISO (With Natto)

The taste is very simliar to miso soup served in many households in 
OSAKA. A miso mainly made with malted rice, called"KA-CHAN 
Miso" is used. "KA-CHAN" means "mom" in Japanese.The taste is soft, 
mild and clear. *Without Natto, ¥220 off

¥1,200

国産小麦配合の中細麺

韓国の味噌と日本の味噌数種類をブレンドし、「甘いのに
辛い」、「辛いのに甘い」スープをつくりました。新しく
とろ～り焼きチーズがトッピングに。辛いのがお好きな
かたは、更にから～くできます。チーズなしはー 230 円

辛味噌らーめん
とろーりチーズのせ　
SPICY MISO
 (With Melty Cheese)

Japanese and Korean miso.Several kinds of spices are used so it has a rich,sweet 
and spicy taste.The noodle is flavorful and medium bold.With Chicken meat ball 
, Boiled pork, Green onion, Seaweeds.So good with creamy and melty Cheese.
We use pork and chicken bouillon.(Without cheese, ¥230off)

５種類小麦の中太麺

¥1,180
みつか坊主蛍池本店のある豊中のお米屋さんです。
一色米穀店さんの白ご飯 Rice

Plane rice from a rice store in Toyonaka city, 
located near our restaurant in Hotarugaike.

¥200

沖縄の郷土料理アンダースーをたっぷりのせました。
豚味噌丼 Andasu DON

Rice with Andasu, a local dish of Okinawa. 
Andasu is a mixture of minced pork and miso.

¥400

ごはんにショウガの香るトロトロ刻みチャーシュー、
白髪ねぎと刻み海苔をトッピング。

DON みつか DON MITSUKA

Rice with fragments of ginger flavoured pork, 
green onion and seaweed on top.

¥380

京都・石野味噌の白味噌をベースにした、
やさしい甘さのまろやかなスープ。ゆず
の香る鶏つくねと低下水の細麺で上品に
仕上げます。フライドオニオン入り。

The white miso from Kyoto.  It has a thin and sweet taste.
With Chicken meat ball ,Boiled pork, Green onion, Freid 
onion.We use pork and chicken bouillon

白味噌らーめん
WHITE MISO

小麦の甘さ引き立つ細麺

¥900

¥1,050
愛知を代表する豆味噌を数種類ブレンドしたスープは、しっ
かりしたコクと旨み。奥深い味のスープには STOUT で味
付けた煮卵がベストマッチ！※煮たまごなしは－ 120 円

赤味噌らーめん 
STOUT 煮たまご入り
RED MISO (with Seasoned boiled egg)

The miso from Pre.Aichi.It has a rich taste.The noodle 
is flavorful and medium bold.With Seasoned boiled egg, 
Chicken meat ball , Boiled pork,Green onion.We use pork 
and chicken bouillon *Without egg, ¥120 off

５種類小麦の中太麺

¥150

板海苔
Sea weed 

¥180

煮たまご
Seasoned boiled egg 

¥180

ネギ
Green Onion

¥200

蒸し鶏
Steamed Chicken 

¥200

発酵バター
Fermented Butter

¥350

豊能納豆
Osaka Natto

¥400

スタウト角煮
Pork stewed with STOUT

¥450

全部のせ
All star

¥500

肉増し
Aditional meat

¥280

山口納豆のひろうす
Fried Tofu with mix vege

人生色々。トッピングも色々

みつか坊主はお味噌を通じて、人と地域を醸します。

¥350

燻製紅鮭
Smoked salmon

平日ランチタイム時の、ごはん・お漬物おかわり自由です 。

らーめん屋さんの

丼 飯 DONBURI

KAEMEN

旨みがギュッと濃縮された甘辛いスープにたっぷりの白髪ねぎとチャー
シューがコロコロ。池村製麺さんの『つけ麺８号特注麺』は全粒粉 がお
蕎麦のような色合いと風味。モチモチつるるん食感にハマります！
※スタウト角煮トッピング +350 円約 1/4 ポンド

つけ麺 8 号
Dip noodle No.8

Sweet, spicy and rich taste.The cubes of boiled pork are in the soup.Please dip 
the noodle into the soup like a SOBA.One of the most popular menus amoung 
our funs.*With Pork Stewed with STOUT ¥350 plus (1/4 pound)

*For dip noodles, after boiling the noodles we tighten them with ice water. 
So please enjoy the unique Japanese style of cold noodles and hot soup!

¥950
1 玉

¥1,130
2 玉

¥1,310
3 玉

ウマくて辛い！！今年もアノ、6 号つけ麺の季節です！！美味しさのヒミツは
１１種類のブレンド味噌。韓国の旨辛味噌から国産の甘い味噌、コクが特長の
味噌までそのバランスはパーフェクト。大人気の理由はカスタム注文！選べる

「麺・辛さ・サブトッピング・メイントッピング」。お手元のカスタムシートに
記入して、アナタだけのベストカスタムを。シメには残ったスープでチゲ風リ
ゾットはいかが。

Tasty and Spicy! NO.6 Dip Noodle is very popular for our customers.The soup blended with 11 
different kinds of miso. A tasty and spicy Korean miso, sweet Japanese miso, Rich taste
miso.The balance is perfect!! No.6 is customizable「Type of noodles, Hotness of soup, Sub-
topping, Main-topping」Please fill in the custom sheet on the table.You can make into a chili 
risotto with the rest of the soup.

You can make into a chili risotto with the rest of the soup.（¥250 plus）

毎月おいしい。季節のつけ麺
MONTHLY Tsuke-men

つけ麺 6 号
辛味噌仕立て

¥1,2801 玉 2 玉 １玉２玉をお選び下さい。

¥100＋ ¥200＋ ¥300＋

みつかの替麺は麺だけじゃない！！二度おいしい。

The "Kaemen" , Extra Noodles.If you order 
"Kaemen" , Please leave your soup.we bring Extra 
Noodles with some kinds of Topping. While your 
soup is still hot, drop them into the soup!

¥250みつかの替麺

替 麺

Noodleー麺 Hot levels辛さ

Sub toppingサブMain toppingメイン

・中太麺 Medium bold
・平打ち麺 Flat
・全粒粉麺 Whole grain

・えび Shrimp
・いか Squid
・牡蠣 Oyster
・激辛野菜炒め Very hot fried vegetables
・チャーシュー Bakedpork

・甘口 Mild
・中辛 Medium hot
・辛口 Hot
・大辛口 Very hot

・ネギ Green Onion
・つくね Chicken ball
・板海苔 Seaweed
・コーン Sweet corn
・夏野菜 Summer vegetables
・サラダ Salad
・煮玉子 Seasoned boiled egg (¥100up)
・チーズ Cheese (¥100up)
・バター Butter (¥100up )

＋¥250すると残ったスープでチゲ風リゾットできます。



みつか坊主醸｜ MITSUKA BOSE KAMOSHI　〒 531-0075 大阪市北区大淀南 1 丁目 2-16 ｜ TEL：06-6442-1005 ｜ OPEN 火 - 土 11:30-14:30 (L.O) ・18:30-23:00 (L.O) ｜ 日・祝 11:30-14:30 (L.O) ・17:30-22:00 (L.O) ｜ 定休日：月曜日
みつか坊主蛍池本店｜ MITSUKABOSE HOTARUGAIKE HONTEN　〒 560-0033 大阪府豊中市蛍池中町 2 丁目 5-13 ｜ TEL：06-6850-3532 
OPEN  火 - 土［昼限定★カレーラーメン営業中！］　11:30-14:30（L.O）・ 18:30-23:30（L.O) ｜ 日・祝 12:00-15:00（L.O）・18:30-21:30（L.O) ｜ 定休日：月曜日

Shop Information 店舗情報

 Including TAX. 表示価格は全て税込み価格になります。 

各メニューのアレルギー特定原材料をご確認いただける

ページを用意しております。表示以外で気になるものが

ございましたら、気軽にスタッフまでお問い合せください。

START!
ホームパーティーでゲストも驚く!?
ウーバー専用「VEGAN味噌まぜそば」登場！！
お腹が鳴ったらアプリでタップ !! 会議中でもおうちデート中でも、すぐにみつか坊主の味がやってくる !!

Feel hungry? Just tap the app and order our awsome noodles any time any where!

Order our best noodles for your home parties
and suprise your guests!

・東海味噌まぜそば ( 愛知の赤味噌 ) Tokai Miso
・京都味噌まぜそば ( 京都の白味噌 )  Kyoto Miso
・鶴橋味噌まぜそば ( 韓国の辛味噌と数種の国産味噌 ) Tsuruhashi Miso

MAZESOBA MENU
別途送料

¥1,380各
For UBER eats

　みなさんはフェリーに対して「狭い」「閉鎖的」とかそんなイ
メージを抱いているんじゃないでしょうか？実はそれ、大きな
間違いです。

　小豆島フェリーはそもそも内部の空間がかなり広めで豪華。
ソファにテレビにアーケードゲームなんかも備えた船内はもは
や「家」のよう。それに加えて「展望デッキ」もあります。窓
越しではなくて直に海を見られる。ご覧ください、この青々と
光り輝く瀬戸内海の美しさを。

　瀬戸内海は非常に荒々しい海として知られています。にも
かかわらず沿岸部には造船所やコンビナート等の大工場が立
ち並び、日夜大小の船が行き交っているのです。この繁栄ぶ
りは現代だけじゃなくてずっと昔からだというのだから驚きだ  
！ ...... そんな瀬戸内海をフェリーで往く。とんでもない快感な
のですが、それにしても ......

　風強ぇ。写真撮影どころではない。前髪が崩壊してライオン
みたいになってる。風に加えて寒さも非常に厳しく、吹き付け
る風の冷たさといったら冬の東北の吹雪並。フェリー乗船を 2
時間睡眠で迎えた僕の体力はもともと残り１くらいだったのに、
強風極寒の展望デッキによって完全なる HP ゼロへとさらに近
づいてしまいました。生きているのが不思議なレベルです。こ
んなときに必要なのは温かい食べ物。小豆島と言えば香川県の
島。ああ、温かいうどんが食べられたらなぁ  と思っていると、
まさかまさか、フェリーの船内に  があって ...... ○○！？ ......

Our Local
column

「小豆島フェリー」
姫路港→小豆島福田港

所要時間 100 分で
うどんも食べられる広 フ々ェリーの旅。

VOL.4

ボクラが 行くとこ、
ど こ で も「 地 元 」。
地方にだって、いや、もしかしたら地方にこそ美
しい景色・多様な歴史・おいしい食べ物……があ
るはずだ！ を求めて、編集長我妻が行く。

続きはwebで。
https://www.ourlocal-info.com/blog/shodoshima

PROFILE　我妻佑哉コフンねこ
古墳が大好きすぎて山形県から大阪の大学に進学した大学 3
年生 21 歳。ライターやってます。専攻は考古学まだまだ素人、
趣味は街歩き民俗学歴史学電車料理仮面ライダーその他諸々。

みつか坊主のご当地味噌らーめんシリーズ「おおさか」で使用
しているお味噌は、豊能町のお母さん達がお米から作ったやさ
しいお味噌。地元では「かあちゃん味噌」と呼ばれ、地元の学
校給食でも使われています。お湯で溶くだけでおいしさ抜群、
出汁いらずのお味噌です。

みつかのおみやげ
かあちゃん味噌

フジワラルーツファームさんの
100%りんごジュース

¥500
¥580

INFORMATION

糀
ぷ
り
ん

石野味噌 上撰白みそ入り ココナッツ味

糀つぶつぶ、砂糖・乳製品不使用。
お米と糀の自然な甘み。
お持ち帰りできます。

蛍池を拠点にしながら、2007 年より奄美の徳之島でコーヒー
の栽培をスタート。「生産者はコーヒーの豆だけでなく、コー
ヒーの木とその森を作っているんだ」という生産者のリアルな
想いを消費者に届けるべく、コーヒーの花や果実を使ったお
茶の研究に注力し、「コーヒーの木を一本まるごと美味しくい
ただく」をコンセプトとしたコーヒーのブランド『Coffee Tree 
Apartment』を展開。

Fermented rice drink & coconut milk pudding. 
No sugar, No milk Added!! Take out OK.

¥450

みつか坊主オリジナルグッズ、続々登場。
アーティストコラボ第一弾！元永彩子さん

SPECIAL GOODS
go on sale!!

京都市立芸術大学でアニメーションを制作。
卒業後デザイン会社を経て、2009 年よりドローイングを描き始める。ファッ
ションブランド minä perhonen や森岡書店での制作・展示を中心に、雑誌
SPUR のイラスト制作や企業の VI 等も手がける。

AYAKO MOTONAGA Profile

やさしいブレンド

淡い夏色で日なたの薫り

珈琲の果実を発酵させずに

味噌ぷりんに合わせてきな粉の様な香りを抽出

MIYADE farm's Coffee & Tea

宮出珈琲園・農園主
The Roast Labo・代表

ブレンド珈琲

珈琲花茶

珈琲果実茶

珈琲豆茶

食後のコーヒーとお茶
宮出珈琲園さんの

生から独自の製法で乾燥

¥500各

¥850
珈琲＋プリンのセット

100 円お得！

※各、提供時間は10 分前後頂きます。

Coffee

Coffee flower  tea

Coffee fruit tea

Coffee bean tea

STORE

Fujiwara roots farm's 100% Apple juice

長野県の藤原さん夫婦が、減農薬栽培で育てたりんごでできた、
無添加の 100% ストレートジュースです。

Tasty Apples’re grown carefully without using agricultural 
chemicals as much as possible by Mr.and Mrs.Fujiwara  at the 
Fujiwara roots farm in Nagano.

¥2,600
Queen T-shirt

¥4,200
Lion hoodie

¥2,600
Lion T-shirt

Lion eco bag ¥1,800

Lion badge
¥500

Queen emblem
¥600

Washi tape ¥300

KOUJI Pudding

「おかげ様で醸は６周年！」
「みつか夏の風物詩！中西怪奇菓子工房。コラボ企画！」

今年は８/11(日）に周年イベントを開催。内容は近日ブログにて。

数量限定！ホラーラーメン＆スイーツ　 
8月3日（土）蛍池本店　8月11日（日）醸６周年イベントにて！
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